
Ｊ　Ａ　岩　手　県　信　連

【貯金関係手数料】

　金額３万円未満

　金額３万円以上

　金額３万円未満

　金額３万円以上

　金額３万円未満

　金額３万円以上

小切手帳交付 　１冊につき

手形帳交付 　１冊につき

自己宛小切手発行 　１通につき

通帳再発行 　１通につき

証書再発行 　１枚につき

キャッシュカード再発行

（磁気ｽﾄﾗｲﾌﾟ・ＩＣ・ﾛｰﾝｶｰﾄﾞ含む）

口座振替手数料（引落料） 　１件につき

残高証明書発行

定例発行 　１通につき

都度発行 　１通につき 　　　　４３２円

監査法人向け 　１通につき

取引明細書発行 　１通につき

各種証明書等再発行 　１通につき

上記以外の発行 　１通につき

（注） １．ＡＴＭを利用して振込手続を行うことが困難な方は、窓口にご相談ください。 （消費税込）

２．媒体交換による振込手数料は無料となります。

【為替手数料】

　区　　分　

種　　類

　金額３万円未満 　金額３万円未満

　金額３万円以上 　金額３万円以上

　金額３万円未満 　金額３万円未満

　金額３万円以上 　金額３万円以上

　金額３万円未満 　金額３万円未満

　金額３万円以上 　金額３万円以上

送金手数料 　普通扱（送金小切手） 　普通扱（送金小切手）

　至急扱

　普通扱

　他行宛地方税取扱料

　振込・送金組戻料、不渡手形返却料、取立手形組戻料

　取立手形店頭呈示料（ただし、６４８円を超える場合には実費を申し受けます。）

　その他特殊扱手数料

（注） １．上記手数料の金額はそれぞれ１件または１通のものです。 （消費税込）

２．ＡＴＭを利用して振込手続を行うことが困難な方は、窓口にご相談ください。

３．媒体交換による振込手数料はﾌｧ-ﾑﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ（法人）利用手数料に掲げる振込手数料を適用します。

裏面もご確認ください。

振込（自店の本人以外口座へ）

その他の諸手数料

５４０円

６４８円

６４８円

実　　費

４３２円 ６４８円

代金取立手数料 　至急扱・普通扱とも ４３２円
８６４円

６４８円

ＡＴＭ １０８円 ＡＴＭ ４３２円

（当会カード） ３２４円 （当会カード） ６４８円

８６４円

振込手数料
ＡＴＭ ２１６円 ＡＴＭ ５４０円

（現金） ４３２円 （現金） ７５６円

　　　　５４０円

　　１，０８０円

県内農協あて 他金融機関あて

窓口
３２４円

窓口
６４８円

５４０円

　　　　１０８円

貯金残高等と貸出金残高を併せて１通の証明書を発行する場
合は１通の料金を適用します。

　　　　２１６円

　　２，１６０円

　　１，０８０円

　　　　５４０円

　　１，０８０円
盗難、紛失等貯金者からの依頼に基づく再発行

　　１，０８０円

　１枚につき 　　１，０８０円 盗難、紛失等貯金者からの依頼に基づく再発行

ＡＴＭ 　　　　　　０円

（当会カード） 　　　　　　０円

　　　　６４８円

　　　　８６４円

窓口
　　　　３２４円

　　　　５４０円

ＡＴＭ 　　　　２１６円

（現金） 　　　　４３２円

各種手数料のお知らせ

平成３０年　５月　１日現在

種　　　　　　　類 料　金　基　準 金　　額 備　　　　　　　考



【貯金ﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ取扱手数料】

〇当会のキャッシュカードをご利用の場合

取引種類 

時間帯等

１０８円 １０８円 ２１６円 １０８円 １０８円 １０８円

無料 無料 １０８円 無料 無料 無料

１０８円 １０８円 ２１６円 １０８円 １０８円 １０８円

１０８円 １０８円 ２１６円 １０８円 １０８円

無料 無料 １０８円 無料 無料

１０８円 １０８円 ２１６円 １０８円 １０８円

１０８円 １０８円 ２１６円 １０８円 １０８円 １０８円

（注） １．LANs（ローソン）およびイーネット（ファミリーマート、サンクス他）のＡＴＭ （消費税込）

２．オンライン提携（ＭＩＣＳ）銀行

３．上記手数料は、現金にて入出金する場合の金額です。

４．ＡＴＭ稼働時間は、それぞれの金融機関にご確認ください。

５．１２月３１日はその曜日に該当する手数料となりますが、コンビニATM提携については日・祝日に該当する手数料となります。

６．１月２日および１月３日は祝日・日曜日に該当する手数料となります。

〇当会のＡＴＭをご利用の場合

取引種類 

時間帯等

２１６円 １０８円 ２１６円

１０８円 無料 １０８円

２１６円 １０８円 ２１６円

１０８円 １０８円 １０８円

２１６円 １０８円 ２１６円

２１６円 １０８円 ２１６円

（消費税込）

【その他】

　口座管理手数料 　１口座につき

　各種証明書発行 　１通につき

個 人 情 報 開 示 請 求 手 数 料 　１件につき

定時自動送金手数料

　金額３万円未満

　金額３万円以上 （消費税込）無　　料 ３２４円 ６４８円

店　内　振　込 県内農協あて 他金融機関あて

無　　料 １０８円 ４３２円

国債等窓販手数料
無　料 備　　　考

　　４３２円

１，０８０円

ご利用で
きません

ご利用で
きません

　８：４５　～　１８：００

１８：００　～　２１：００

土曜日
　９：００　～　１４：００

１４：００　～　１７：００

日曜・祝日・その他時間帯

出金 入金 出金

平日

　８：００　～　　８：４５

無料
ご利用で
きません

無料
ご利用できませ

ん
ご利用で
きません

その他の金融機関

入金 出金 入金 出金 入金 出金 入金 出金 入金

キャッシュカード種類 ＪＡバンク ＪＦマリンバンク セブン銀行 ゆうちょ銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行

ご利用で
きません

ご利用で
きません

手数料
は
ご利用
の
金融機
関
によって
異なりま
す。

　８：４５　～　１８：００

１８：００　～　２１：００

土曜日

　８：００　～　　９：００

１０８円　９：００　～　１４：００

１４：００　～　１７：００

平日

　８：００　～　　８：４５

無料
ご利用で
きません

無料 １０８円

日曜・祝日・その他時間帯

入金 出金 入金 出金 入金 出金

コンビニ（注１） その他の金融機関（注２）

入金 出金 入金 出金 入金 出金 入金 出金

利用ＡＴＭ ＪＡバンク ＪＦマリンバンク セブン銀行 ゆうちょ銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行
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